
GS610

����W32-GS610IVL2

GS610
SOURCE MEASURE UNIT

��できる�� GS610
GS610は、 の�です。����

��

BM-5A,BM-7,BM-7A,BM-7Fast,BM-8,BM-9mは、トプコン�の�です。

�� GP-IBボード ��

150,000�

W32- -CGS610IVL2

W32- -RGS610IVL2

W32- -NGS610IVL2

コンテック�

NI�

ラトックシステム�

����

Windows
2000/Xp/Vista
Excel
2000/02/03/07

��EL、LED�の�	
のI-V-L��ソフト！

���
BM-5A,BM-7,BM-7A,BM-7Fast
BM-8,BM-9m

・Excel�のデータを��/��として"#しながら、()に�� ��や,.4の58も:います。

・?8��または、?8��を"#したままのCDで、��・��・HJのどれか つのQをRT5

8できます。58YZは、[\ , Yです。

・^_のスイープfgをhjした58ができます。

カスタムスイープfgにより、ruの��パターンでの 58がygです。

/

1

65 000

I-V

Excelシート�のデータをなぞりながら、|8された)~~�で から��"#します。 "#

と()に、��・��・HJのどれか つの58と,.の58を:います。パルス"#もygです。

[\65,000ステップまでのRT"#ができます。

��または��のスイープを�:し、その58��をExcelシートに��みます。��なら���

に��を:います。 パルス"#もygです。

GS610

1

また �に�り�けたマルチメータによる�.�

の()58もygです。

◆

◆

◆

◆

��

Excelシートに��した��をなぞりながら
%&から()*�し、+.に/2を3ない
ます。*��と/2�は、Excelシートの<
=のカーソルCDをHIにJKLに��
されます。(QRT)
カーソルCDをVWすることにより、シート
Zの[\なCDにデータを_`むことが
できます。

/2と+.にdRを3なうことができます。
gソフトがサポートするdRは、 kn
のdRですが、ユーザqで、ruにグラフ
yをdzすれば、さまざまなdRが}~に
なります。

I-V

:

gプログラムはExcelZのアドインとしてWd

します。�Wすると、ExcelシートZに、このウイ

ンドウが<われます。「START」ボタンで、*�

と/2をを��します。

/2を��するuに、��な��を�2して

おいてください。

25ピン

パソコン

GP-IB

RS-232C ストレートケーブルで�T

�Tケーブルはユーザー¢でごjuください。

ハードウェアの�Tª«

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

BM-5A

BM-7,BM-7A

BM-7Fast

BM8,BM-9m

RS-232C GP-IB

^ソフトがサポートする,.4の�Tª«

マルチメータで�.�の58。
�ずしも��ではありません。
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Excelシート
のデータをなぞりながら��した�

ruに*�するデータを シートに��しておきます。*�するデータは��のCDに��}~ですが、 シートのZからJKLに��します。

+じ*��を

Excel Excel

�り�し*�する� は、*��の¡ろに£カッコで、��し¥�を��してください。

このCDにカーソルをDいて/2を��します。

58¹の"#データを にº#した»
�¼の"#は

Y
4Y
1Y
2Y

のように"#されます。
¿)このº#で、 がエラーメッセージを"したÅÆは、
ÇÈにシングルクォーテーションをº#して、そのÌろに
ZQをº#してください。
【»】

�

Excel

1V, 1
1.2V,
1.4V,
1.6V,

Excel

'1.2(4)

このCDを*���CDに¦2します。

Excel
のデータなぞりながら��し、��や��を��に!"する%&

・ を「 」qに�2

・ を「 」qに�2

・¨は��

を�2¡、 の%&を にするか、または、

ボタンを©します。

SW-1 REMOTE

SW-2 D.OUT 5A

BM-5A ON

RESET

RESETボタン

この±²が、「 」から

「 」に³り´るのをµちます。

·

その¡、gソフトによりデータの_り`が

}~になります。

Calibration

Remode Mode

( 30sec)

BM-5A ( )のÓ8» ÔのfÕは、トプコンÖのマニュアルÙÚ

パソコンと,.4との�Tは,.4に�Ûする�ÜÝÞßをÙÚして:なってください。

「 」タブをÂÃします。Excel

「 ÄÅÆ��」

にチェックをÊけます。

TOPCON

ÄÅÆのÍÎをÂÃします。

BM-5AのÏÐ BM-7のÏÐ BM- A7 のÏÐ

BM-7FastのÏÐ BM-8のÏÐ BM-9mのÏÐ
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BM-5A

BM-5A

SPEED FAST FUNCTION 4sec FUNCTION

12sec

の� の/2.Òについて

がリモートモードで/2を3う� のÖ�.Òは、おおよそJ×のØになります。

・「 」が「 」でÙÚ Ûでの/2ÜÝを¦2した� 、· がÞß.ÒÒàになります。3つの に

またがった/2ÜÝが¦2されると、· がÞß.ÒÒàになります。

・「 」が「 」でÙÚ Ûでの/2ÜÝを¦2した� 、· がÞß.ÒÒàになります。3つの

にまたがった/2ÜÝが¦2されると、·45 がÞß.ÒÒàになります。

ただし、パソコンからの/2��ãäが qのå でæçされる� が.々éêするするため、その� は、Z×/2.ÒÒ

àの、さらに２íまたは３íの/2.Òを�する� があります。

SPEED SLOW FUNCTION 15sec FUNCTION

sec

BM-5A

gソフトでは、 にñし「 の³´」、「/2レンジの³´」、「 」ôõの�2はÚ³3いません。øいまし

て、/2に��な�2��は、ùて、/2uにユーザqのú�でûW�2を3っておく��があります。また、/2�は の

リモート�~のüýにより「 」�だけになります。

BM-5A FUNCTION FAST/SLOW

BM-5A

ABS

※¿1)

※¿2)

FUNCTION Excel
FUNCTION

BM-7 FUNCTION
FUNCTION

FUNCTION

åに、 へº#する58çèにチェックを�けます。チェックを�けるçèZ
にéêはありませんが、ëZの をまたがって58çèを|8すると、58にìく
の)~を�しますから¿uが��です。また、「 」のÅÆ、 をïðえながらの
58は"òませんから、[óにチェックを�けた だけの58になり、�にチェック
を�けた の58çèはôõされます。

58レンジを|8します。
fÕによっては、 öにレンジのÓを:ないます。( FUNCTION )

58÷.をøùします。úûは「 」をøùしてください。「 」をøùすると、üýに
58÷.がþくなりますから、ご¿uください。58÷.につきましては、ÌÿをÙÚください。

FAST SLOW

スタート�Ìの58�に、 のキャリブレーション「���	
�の�.�」を:うÅ
Æに、チェックを�けます。ただし、キャリブレーションには、 ��.の)~がかかります。
ここにチェックを�けずに、��に、��で:なっておくことをお�めします。

BM-5A
40

,.4の��を|8します。(BM-5A,BM-7,BM-7A,BM-7Fast,BM-8,BM-9m)

RS-232Cÿ���を�2します。

ÿ�ポートôõは、�くの� 、J×の�2を��します。

,.4の58��のÓ8

,.4との�Tインターフェースをøùします。

58�、,.4の58Qが��できなかったÅÆのリトライYZを|8します。このYZの
リトライを:なっても58Qが��できないÅÆは、58を��します。

ú�データのデリミタ ターミネータ を|8します。úûは、「 」です。( ) CR

ruに*�する%�または%�データを シートに��しておきます。*�するデータは��のCDに��}~ですが、 シートのZからJKLに��します。

+じ*��を

Excel Excel

�り�し*�する� は、*��の¡ろに£カッコで、��し¥�を��してください。

このCDにカーソルをDいて、「 」ボタンにより/2を��します。START

このCDを*���CDに¦2します。

:

I-V-L.58��の»。

このような、�	グラフの[WdR�~は
ありませんから、/2¡、グラフウィザード
を��して、ユーザqでdRしてください。
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<=の*�と/2を��¡、Ú.�します。 「ＰＡＵＳＥ」を©
したまま、「ＳＴＡＲＴ」を©すと、ステップWdになります。
Þ�に「PAUSE」を©した¡に「ＳＴＡＲＴ」を©しても、ステップ
Wdになります。 「PAUSE」を��すると、��*�モードに�
�します。 「Excel」タブがÂÃされたときのみ、!"です。

*�を#$します。

ÏÐを%ß±²に³り´えます。

%�*�する.は、üý%�を��し

%�*�する.は、üý%�を��し

ます。 '(の� は、

OFF

üý�)*は

に�2されます。

この(をダブルクリックすると、Zqüý

�とJqüý�を,々の�に�2でき

ます。(JR)

��する�-のÍÎが±²されます。

./Ûの��はGP-IBアドレスを±わ

します。�-ÍÎとGP-IBアドレスの�

2は、「�-の�2」ボタンで3います。

ExcelZのデータを%�として*�するか、

%�として*�するかを�2します。

/また、「%� %�」をÂÃすると、%�*�

と%�*�を0=して*�が}~です。

ExcelZのデータを*�する.のÙCを�2します。 ExcelZの
データが「１００」で、「ｍＶ」を�2すると、100mVが*�されます。

マニュアルレンジにチェックをÊ

けると、¦2されたレンジに82

したレンジで9に*�が3われ

ます。 QRが±²されますから、

レンジ�を��してください。

��した�を*�するÞ:な

レンジに82されます。

パルス*�の� は、ここで

の��はæçされ、ExcelZのÞ;�から、82レンジ

が[W<にÆ=されます。

ExcelZのデータの*���.、�-の*�をOFFにして

*�を>�します。 チェックをÊけないと、>�.、*�

はÞ¡の*��でONを?@します。

ここにチェックをÊけると、A*��の

?@.ÒをAステップBにCDして�2

することができます。

Aステップの?@.Òは シートに

��します。

Excel

Excel*�で、ポーズ#、1uの/2�をクリアします。

F/2が��な� に��します。

*�#に�-にエラーがéêした� 、*�を#$す

る��を�2します。H は)I①TK

*�するデータHICDを¦2します。ExcelZのカーソル

を*�したいHICDにDいてこのボタンをクリックします。

Lのテキストボックスに、カーソルCDが[W<に��され

ます。JRTK

/2のNO.Òを�2します。

ここでの���が/2.ÒのPさをQ2し、

��}~な?@.Ò(パルスR)にSTを

Uえます。

*���2¡、/2��までのVW.Òを��します。

'(にすると、/2は?@.ÒのXYで3われます。

パルス*�の� 、'(はパルスXYで/2が3われ

ます。

/2するレンジをk2のレンジに82す

る� にチェックをÊけます。

パルス*�の� は、マニュアルレンジ

。だけが}~です

/2するÜÝ に、その/2�

をExcelへ��する.のÙCを¦2します。

をÂÃします。ÂÃと+.

④TK

/2#、/2�が9にExcelシート±²され

るように、Excelシートを[W<にスクロール

します。

オートゼロをONにします。

「*�Ú2」にチェックをÊけると、

の*�をÚ2に?ったまま、/2だけを

��<に3います。Qテキストボックスに

*�%�を��します。また、チェックを

Êけたとき、J×ÏÐが±²されますから、

/2¥�を��してください。③TK

GS610

/2スタートからの_`.Òを、/2�と

+.に シートに��します。Excel

GP IB

GS610

- でa�したマルチメータcの/2を

+.に3います。¡dTK。

õe/2-の/2は、 の/2�をf

み_ったg¡に3われます。

/2-をリセットします。

��したùての��をロードiびセーブします。

/2#、データのリアルタイムdRを3います。

J

②をTK

のÏÐで、そのdR��を��します。

MAX,MINの(が'(の� 、オートスケール

でdRが3われます。

éê�を、/2�と+.に シートへ

��します。dRのときにnoです。

Excel

%� %�の*�?@.Òを��します。
パソコンのタイマで.Òをp*しますから
あまりqrではありません。

パルス*�の� は、
パルスstに わります。0. ～9999vの
wxで��できますが、¨の*���
やパソコンのn~により、0. vÊzの.Ò
は{れない� があります。

・
、

あくまでも、Ý
�として�2します。

³´ 1

1

チェックをÊけると、*�が

パルス*�になります。

QRが±²されますから、

パルスの.ÒR を

��してください。

パルス*�にチェックをÊけ

ると、「?@.Ò」がパルス

stに³り´わります。

とベース�

「Excel」タブをøùしたÌ、「START」ボタンで"# び58を"#します。

"#する��または��Qを、��にExcelシートにº#しておく��があります。また、「 $%」ボタンで、f¹が"#するExcelシート�

のデータ$%ÇÈを|8してください。

�¼Ó8をしたÌ、「START」ボタンをクリックすると|8$%から��&ª'にデータが"#され、その58��が()のカーソル$%にº

#されます。「 $%」ボタンÙÚ

Excel

Excel

4/8



②「グラフ�」にチェック ③「"#$�」にチェック ④��&'の()*の+.:�

①「エラーマスク」(CHJKのN�)ボタン

*�#に�-にエラーがéêした� 、*�を#$す

る��を�2します。

GS610

Excel

のÛe/2�を��します。

/2�が、ここに��した�をõれると}~を[W<に#$します。

Jý�、Zý�の�Kまたは、どちらかÚKを��します。

'(は�2を3いません。

この�2は、その/2�を に��したg¡に3われます。

õe/2-の/2�にñする�2�を��します。

õe/2-での/2を3わないと、ここでの��はæ"になります。

⑤UX��Y(マルチメータ�)のN�\]

õe/2-とはGP-IBでパソコンとa�されている��があります。(JR)

õe/2-から�られてくるデータのフォーマットは、ASCIIであり、��のデータの� (Max10�)、データÒはコンマで�³られている��があります。

�)ùての/2-とのÿ�を?�するものではありません。

もし、	
��からデータを�け�る�、クエリーコマンドを !に#$する&'がある�、ここに#$する

クエリコマンドを+,します。ほとんどの45、67でOKです。

もし、マルチメータがSCPIコマンド<=のものでしたら、?@のコマンドのどれかがBDされます。

:READ? :FETCH? :MEAS?

õe/2-のデータ��.にトリガが��な.、チェックをつけます。

	
��のGP-IBアドレスを[�します。

_り`んだデータに、J×�=を3った¡、Excelへ��します。
Excelへの��� = ( /2-データ - B ) * A

ヘッダとしてExcelへ��するrÜをここに��します。
'(の� 、「õe/2-」が��されます。

/2��uに、/2-に��するコマンドがある� は、ここに��します。 フ ンクションやレンジ³´えのコマンド

を��します。 ÿ9は'(です。

/2-のデリミタを�2します。ÿ9は、LF+EOIです。

「GET」,「"*TRG"」,「��コマンド」からトリガのK�をÂÃします。

ÿ9は、「GET」のÂÃをします。

「��コマンド」をÂÃした� は、トリガコマンドをテキストボックス

に��します。

õe/2-のデータに�=)*を3うときにチェックします。

��のデータが��された� は、そのùてのデータに、

J×に��した�=が3われます。

õe/2-のデータを��として�うか、��しとて�うかの

ÂÃを3ないます。ÿ9は、「��データ」に�2します。

õe/2-から��のデータが��される� 、データの

�³り��を¦2します。Ú�<には、「コンマ」が��され

ます。

GS610

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

GP-IB

�58¹

マルチメータ�( )
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%�スイープ/%�スイープを³り´えます。

スイープスタート%�/%�を��します。

スイープストップ%�/%�を��します。

LOGスイープの� スタートとストップのq�の

�nは+じにしてください。

LINスイープの.、ステップ%�/%�を��し

LOGスイープの.、O�ステップ�を��しま

す。Þ;65 000までのステップ�の��が}~

です

100

,

が、/2とデータ_`に.Òを�しますから

あまり�くのデータの_り`みはお�めできません。

スイープデータを ステップOをパソコンに_り

`むのに�する.Òは、·１５vです。

��する�-のÍÎが±²されます。./Ûの�

�はGP-IBアドレスを±わします。�-ÍÎとGP-IB

アドレスの�2は、「�-の�2」ボタンで3います。

リニア／ログのスイープを³り´えます。

スイープスタート／ストップ�の��のÙCを

�2します。

スイープを��します。

%�*�する.は、üý%�を��し%�*�

する.は、üý%�を��します。 '(の� 

は、üý� OFFに�2されます。は

チェックをÊけると*�はオートレンジになり

チェックをõすと、*�wxをカバーするÞ:

なレンジに82されます。

k,なr�がæいýりオートレンジでのスイープ

/2はお�めできません。スイープ#にレンジ 

¡がéêし/2が¢£される� があります。

*���.、�-の*�をOFFにして*�を

>�します。 チェックをÊけないと、>�.、

*�はÞ¡の*��でONを?@します。

チェックをÊけると、*�がパルス*�になり

ます。 JRが±²されますから、パルスの.

ÒR を��してください。

パルス*�にチェックをÊけると、「?@.Ò」

がパルスstに³り´わります。

0 95ms

とベース�

/2を¤うパルス*�では、ÞßパルスRは、

. です。

^_のスイープfgを*jした58

この「スイープ」タブがøùされている)に「ＳＴＡ

ＲＴ」をクリックすると、Ó8した��に/ずき、f

¹のÓ8Ì、スイープを"#します。

スイープ01Ì、その��をExcel�に��みます。

��データは、()のカーソル$%から&ª'

に'かってº#されます。

スイープ>�.の*��の¥¦をÂÃします。

GS610^
のスイープ��をcdした��

��Yのスイープ��をcdした

��ghのi
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\]�^

��_`

��_`

23)~で4まる

58)~

23)~で4まる

58)~

AUTO-ZERO

ONのÅÆ

AUTO-ZERO

OFFのÅÆ

AUTO-ZERO

ONのÅÆ
AUTO-ZERO

O のÅÆFF

※1

/2VW.Òの��が!り、?@.Òの��(が'(の� 、/2VW.Òと/2

.Òで?@.ÒはQ2されます。

※2

?@.Òの��が!り、/2VW.Òの��(が'(の� /2.Ò¨が?@.

ÒのXYに©るように、/2VW.Òを[W<にÆ=し�2します。

※3

?@.Ò、/2VW.Òの�Kの��がæい� 、/2-のÞß/2VW.Òに

�2され、/2.Òから?@.ÒがQ2されます。

パルスbc

パルスd

※1 パルスbcの+,7が67の45、パルスd+ のパルスbcに[�されます。100us

DC"#のÅÆのタイミングチャート56

パルス"#のÅÆのタイミングチャート56

「Excelデータのリアルタイム*�」の� 、J×の「?@.Ò」は、パソコンqで.Òをp*しますから、«¬Åな.Òはtµできませんし、

��しごとの.Òのばらつきもéêします。

「Excelデータのリアルタイム*�」の� 、J×の「パルスst」は、パソコンqで.Òをp*しますから、«¬Åな.Òはtµできませんし、

��しごとの.Òのばらつきもéêします。

%�／%�のAステップでの*�?@.Ò

を��します。 パルス*�の� は、パル

スstに³り´わります。

0.002～9999vのwxで��できますが、

NO.Ò、/2VW.Ò、パルスRにより

®¯の?@.ÒはSTを�けます。

/2のNO.Òを�2します。

ここでの���が/2.ÒのPさをQ2し、

��}~な?@.Ò(パルスR)にSTを

Uえます。

/2するレンジをk2のレンジに82す

る� にチェックをÊけます。

オートゼロをONにします。

*���2¡、/2��までのVW.Òを��

します。

/2するÜÝ +.に、

その/2�をExcelへ��する.のÙCを¦2し

ます。

をÂÃします。ÂÃをすると

スイープWdを��し、/2データをExcelシートに

_り`んだ¡、[W<にdRを3います。 のÏÐ

で、そのdR��を��します。MAX,MINの(が'

(の� 、オートスケールでdRが3われます。

Q

スイープ/2を°�で/2します。

ヒステリシスの²³に��します。

「スタート」から「ストップ」までスイープした¡、Þ¡の

%��でÚ´�し、データをパソコンに_`みます。

このÒ、スイープデータ�にµじだデータ_`.Òだ

けスイープが�します。データの_`を>�すると、

「ストップ」から「スタート」にLかってスイープををF�

します。
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Excel�のデータを ( )スイープとして"#リスト プログラム
この「 」タブがøùされている)に「ＳＴＡＲＴ」

をクリックすると、GS610

SunriseList.csv スイー

プを�:し、その58��をExcel�に��みます。

��データは、()のカーソル$%から&ª'に'か

ってº#されます。

リスト

^_に89されている

"#リストファイル「 」に;って

Excelシートより、%��として_り`むか、%�

�として_り`むかをÂÃします。

_り`むデータのÙCを�2します。

¶えば、ExcelZのデータが「100」で「mA」

を�2した� 、100mAとして_り`まれ

ます。

ExcelZの��データリストをfんで、GS610Ûe

にプログラムスイープリストをdzします。

その.のファイル¸は、9に「SunriseList.csv」

となります。

「 」ボタンにより、このリストによるスイープ

*�がおこなわれます。

ExcelZの<=のカーソルCDからJKLにデ

ータの_り`みを��します。

セルが'(になるか、 00�になると、_り`み

を>�します。_り`んだº»は、Jの*�¼½

に¾¿されます。

START

6,0

Excelシートから_り`んだリストスイープデータ�

が±²されます。

リストスイープを��します。
ここでのスイープ��は、ùて「スイープ」タブのÏÐ
で��した��がÀ�されます。
・üý%�/%�
・?@.Ò
・*�レンジ
・NO.Ò
・/2VWなどです。
[WdR�~はありません。

リスト

ij�� れ

か つ

スイープと+.に/2を3うときにチェック
をÊけます。%�/2/%�/2/ のど
Ú のÂÃとなります。

/2º»をExcelへ��するときのÙCを�2します。

a�されている�-のÍÎを_Áし、±²します。

*�と/2の��を��する�-をÂÃ

します。./Ûの��はGP-IBアドレスを

±わします。GP-IBアドレスの�2は、

「�-のÂz」ボタンで3います。

GS610^
のリストスイープ��をcdした��

ランダム=>でスイープした»

*�%�ÃÄ

/2%�ÃÄ
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